
　※その他、成約時に必要な書類等は、直接お問い合わせください。
必要な物

必要な物
運転経歴証明書又は運転免許証 アップル鈴鹿中央通り店

　※その他、成約時に必要な書類等は、直接お問い合わせください。 ０５９－３８１－５５２２

自動車販売・買取 ○オリックス自動車のあんしん運転見守りサービス「Ever Drive」お申込みで

※参加店舗は、上記の３店舗です。

対象者 運転経歴証明書取得者と同居の家族まで（県内のみ） 株式会社　村上商店

株式会社　村上商店

サービス

○無料出張査定 ０１２０－２８－２０２９

○車売却、家族の車の買い換え・車検で朝日屋さんの商品券（3千円分）をプレゼント

運転経歴証明書

　※買い換え・車検でガソリン代の値引きあり（詳しくは、直接お問い合わせください。）

対象者
○運転経歴証明書取得者と2親等以内の親族まで（県内外を問いません。） アップル四日市ときわ店

アップルオートネット

ワーク株式会社

○運転免許を返納される方と2親等以内の親族まで（県内外を問いません。） ０５９－３５６－３５１４

サービス
車輛売却成約時、JCBギフトカード（最大1万円分）をプレゼント アップル四日市南店

（※買取価格５万円以上⇒10,000円分　５万円未満⇒5,000円分） ０５９－３４７－３５１６

ガソリンスタンド 　洗車券（５千円分）をプレゼント

○スズキセニアカー（電動車いす）ご成約で、ステッキホルダーをプレゼント

お問い合わせ先

生活協同組合

コープみえ

対象者
御夫婦二人世帯又はお一人世帯でご本人を含む御夫婦いずれかが運転経歴証明書取得者

（三重県内にお住まいの方）
生活協同組合　コープみえ

サービス 利用金額に関係なく、宅配利用料が無料 ０１２０－５１４－４６０

お問い合わせ先概　　　　　　要

・生協に加入して組合員になっていただき、運転経歴証明書を確認

・ご加入の手続き等やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
利用方法

自動車等売買

サポート事業所

サポート事業所 概　　　　　　要

ヒルホテル　サンピア伊賀

０５９５－２４－７０００

サービス
入浴料をシルバー料金から２００円割引し、５００円で入浴していただけます。

　（同伴者の方１名まで、同サービスを受けていただけます）

・来場時にカウンターで運転経歴証明書、または申請の取消通知書をご提示ください。

大山田温泉　さるびの

・同伴者の方１名まで、２割引させていただきます。 ０５９５－４８－０２６８

サービス
入浴料の割引・・・２割引

（通常８００円→６４０円、７０歳以上の方は６５０円→５２０円）

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
利用方法

島ヶ原温泉やぶっちゃ

対象者 運転免許を返納された65歳～69歳の方（県内外）　※70歳以上は全ての方がシルバー割引

０５９５－５９－３９３９割引 入浴料2割引（介護者1名、同伴者3名まで同じ）　大人800円→640円

令和５年１月１日更新

「運転免許証自主返納サポートみえ」参加事業所一覧【その他】

※サポート内容に記載のサービスを受ける際には、「運転経歴証明書」又は「申請による運転免許の取消通知書」の提示が必要です。

※サポート内容については、予告なく変更、中止となる場合がありますので、ご利用前にお問い合わせ先にてご確認ください。

施設利用

サポート事業所 概　　　　　　要 お問い合わせ先

利用方法 運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書を提示

鈴鹿さつき温泉

サービス

入浴料の割引・・・通常５５０円を、特別価格４５０円 ０５９－３７０－２６１１

（自動車で来場された場合は、同伴者１名も同額の料金で入浴できます）

回数券の割引・・・１１枚綴り５，５００円を、４，７００円（本人様１冊限り）

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
利用方法

・来場時にカウンターで運転経歴証明書をご提示ください。

大山田温泉　さるびの

対象者
・運転経歴証明書取得者、または申請の取消通知書取得者(年齢、住所地を問いません)

・来場時にカウンターで運転経歴証明書、または申請の取消通知書をご提示ください。

ヒルホテルサンピア伊賀

天然温泉「芭蕉の湯」

対象者
６５歳以上の運転経歴証明書取得者、または申請の取消通知書取得者

食料等移動販売・宅配

鈴鹿さつき温泉

対象者 運転経歴証明書取得者（県内外を問いません）

　（住所地は問いません）

利用方法

※申請のあった内容を順次更新しています。最新の情報については、お手数をおかけしますが、それぞれの事業所にお問い合わせください。

別紙３



サービス
・普通車10,000円以上、軽自動車5,000円以上で買取保障

・普通車+5,000円、軽自動車+3,000円増額して買い取り

利用方法

・４輪自転車購入で、送料無料と、「自転車カバー」か「カゴカバー」を進呈

・サイクルベースあさひ津南店(津市)

・インターネット又は電話による申し込みのみ。

・ご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

お問い合わせ先

・サイクルハウスミヤタ(松阪市) ・スーパービバホーム名張店(名張市)

アジアンウエイ株式会社

0120-940-928

https://shinkosenka.com/

・ご本人と同居のご家族も、サービスを適用させていただきます。

有限会社ワイズ原田

・ご本人とご家族も、サービスを適用させていただきます。 0120-061-502

自転車販売

サポート事業所 概　　　　　　要

カーネクスト

０５６８－３２－１７２５

利用方法
・購入時、運転経歴証明書を提示、または写しを郵送かＦＡＸで確認

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

主な

取扱店

・ＤＩＯワールド四日市店(四日市市) ・サイクルベースあさひ鈴鹿店(鈴鹿市)

・スーパービバホーム鈴鹿店(鈴鹿市) ・ベルハンター白子店(鈴鹿市)

・スーパービバホーム津白塚店(津市)

株式会社　東部

対象者 運転経歴証明書取得者と、そのご家族（年齢、住所地は問いません。） 株式会社　東部

サービス

廃車買取

おもいでガレージ https://www.omoide-garage.com/

対象者
・運転経歴証明書取得者(年齢・住所地を問いませんが、離島、一部地域を除きます)

・インターネット又は電話による申し込みのみ。
利用方法

トラック流通センター

アジアンウエイ株式会社

0120-918-101

https://www.kaitoriou.net/

利用方法

新古車専科

対象者
・65歳以上の運転経歴証明書取得者(住所地を問いません)

サービス

・インターネット又は電話による申し込みのみ。

・自動車買取成立で、買取価格5,000円増額。

・ご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
利用方法

対象者
・65歳以上の運転経歴証明書取得者(住所地を問いません)

・ご本人と同居のご家族も、サービスを適用させていただきます。

サービス ・自動車買取成立で、買取価格5,000円増額。

・インターネット又は電話による申し込みのみ。

・ご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

サービス ・自動車買取成約で、買取金額に関わらずJCBギフト券1,000円分をプレゼント（後日送付）

対象者
・運転経歴証明書取得者(年齢・住所地を問いません)

・ご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

廃車ひきとり110番

対象者
・20歳以上の運転経歴証明書取得者(住所地を問いません)

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

株式会社ラグザス・クリエイト

・ご本人とご家族も、サービスを適用させていただきます。 0120-301-456

サービス
・自動車買取成立で、軽自動車であればプラス5,000円を、普通自動車であればプラス

10,000円を買取価格から増額。

https://cmgroup.jp/

・６５歳以上の運転経歴証明書取得者(住所地を問いません)

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
利用方法

利用方法

ユーカーパック株式会社

・ご本人のご家族（１親等まで）も、サービスを適用させていただきます。 ０１２０－０２０－０３３

サービス
・自動車売却成立で、最大１万円分のカタログギフトをプレゼント

　（成約金額が２０万円越え→１万円相当、２０万円以下→５千円相当）

・査定実施時に、運転経歴証明書を査定員にご提示願います。

廃車ひきとり110番

0120-110-882・ご本人と同居のご家族も、サービスを適用させていただきます。

ユーカーパック

対象者

三重交通商事株式会社

対象者 ・65歳以上の運転経歴証明書取得者(県内在住者に限る) 三重交通商事株式会社

059-228-8104サービス ・自動車買取成立で、買取価格5,000円増額。

・ご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

【コスモサービスステーション】

桑名営業所、桑名大山田営業所、四日市営業所、津栄町営業所、津丸之内営業所、伊勢御

薗営業所、伊勢インター営業所、鳥羽営業所、尾鷲営業所、熊野営業所、名張営業所、津

白塚営業所、久居営業所、久居インター営業所、松阪船江営業所

【ENEOSサービスステーション】

津鋼管前営業所、松阪京町営業所、志摩スペイン村前営業所、津観音寺営業所

【指定工場】

桑名工場、松阪工場

https://www.sanco-
oil.co.jp/service-station/
https://www.sanco-
oil.co.jp/vehicle-

inspection-maintenance/

利用方法

利用店舗

https://shinkosenka.com/
https://www.omoide-garage.com/
https://www.kaitoriou.net/
https://cmgroup.jp/
https://shinkosenka.com/
https://www.sanco-oil.co.jp/service-station/
https://www.sanco-oil.co.jp/service-station/
https://www.sanco-oil.co.jp/service-station/
https://www.sanco-oil.co.jp/service-station/
https://www.sanco-oil.co.jp/service-station/


・ご購入時に、運転経歴証明書または免許を返納した事が確認できる書類をご提示ください。

三重県内各店舗

サービス

513BAKERY

（５１３ベーカリー）

利用店舗

三重松阪高町店、三重伊勢店、三重鈴鹿店、三重松阪川井町店、三重津高茶屋店、三重津

ヨットハーバー店、三重伊勢玉城店、三重桑名大山田店、三重四日市笹川通り店、パンの

駅 513BAKERY四日市菰野店

対象者
・運転免許証を自主返納された方（ご本人様に限る） ５１３BAKERY

・住所地や年齢の制限はありません。

マクドナルド　三重県内各店舗

三重県内各店舗

桑名市役所　

運転経歴証明書取得者本人（住所地が桑名市で、65歳以上、市税の滞納がない方に限る）

太岡寺店

鈴鹿市役所　交通防犯課

サポート事業所 概　　　　　　　要 お問い合わせ先

運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けたら、申請書に運転経歴証明書の

写し、その他必要書類を添付して、桑名市役所（危機管理室）へ提出してください。後

日、指定された口座へ振り込まれます。詳細は、お電話でお問い合わせください。

利用方法

利用店舗 津南店、四日市店、松阪店、三重川越店、鈴鹿店、伊勢店、津北店

対象者
・運転免許証を自主返納された方（ご本人様に限る）

和食めん処 彦兵衛

サービス

お食事代金より５％割引

※対象お食事のみ（ただし、宴会予約は除く）

※他のサービス券との併用はできません。

太岡寺店

0595-82-8222

利用方法
・代金支払い時に、運転経歴証明書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

危機管理室

0594-24-1337

飲食料割引等

和食めん処 彦兵衛

対象者 ・運転免許を返納された65歳以上の方とその同伴者１名

サポート事業所

マクドナルド

対象者
・運転免許証を自主返納された方（ご本人様に限る）

概　　　　　　　要

①ビッグマック、②エビフィレオ、③チキンフィレオ、④ベーコンレタスバーガーのセッ

トを580円にて提供いたします。（サイドメニューはポテトＭに限定、ドリンクはバ

リューセットドリンクから選択可能となります。） https://map.mcdonalds.co.j
p/

利用方法
・代金支払い時に、運転経歴証明書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

利用店舗

マクドナルド

お問い合わせ先

桑名市

対象者

利用店舗

サイクルベースあさひ

利用方法
・オンラインショッピングは対象外です。

・他のクーポンとの併用はできません。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

・住所地の制限はありませんが、ご購入時に満年齢６５歳以上の方

サービス 運転経歴証明書発行手数料（1,100円）を全額補助

紀北町

対象者 運転経歴証明書取得者本人（住所地が紀北町で居住し、６５歳以上の方に限る）

サービス
運転経歴証明書発行手数料（１，１００円）を全額補助及び紀北町おでかけ応援サービス

「えがお」の初乗り利用券６回分（３，６００円相当）をプレゼント

利用方法

・紀北町役場（危機管理課）または、海山総合支所（総務室）において運転経歴証明

【後日、指定された口座へ手数料額の１，１００円が振り込まれます。】

鈴鹿市

対象者 運転経歴証明書取得者本人（鈴鹿警察署で返納手続きをする方で、６５歳以上の方に限る）

サービス

税込1,000円以上お買い上げでお会計金額100円OFF

※現金支払いの場合のみ有効

※他券・他サービスとの併用不可

・鈴鹿警察署で返納手続き・経歴証明書交付申請を同日にし、同警察署窓口で手数料補助

   申請を記入し提出すると、窓口負担なしで経歴証明書の交付が受けられます。

サービス

または

　書を提示し、申請を行ってください。

運転経歴証明書発行手数料（１，１００円）を全額補助 ０５９－３８２－９０２２

経歴証明書交付手数料補助

紀北町役場　危機管理課

０５９７－４６－３１１４

海山総合支所　総務室

０５９７－３２－３９０１

http://www.513bakery.jp/s
hop/

利用方法
・代金支払い時に、運転経歴証明書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

・住所地や年齢の制限はありません。

サイクルベースあさひ

サービス ・店頭販売価格100,000円（税込）以上の電動アシスト自転車5,000円引き 三重県内各店舗

https://store.cb-
asahi.co.jp/area/24

利用方法

https://map.mcdonalds.co.jp/
https://map.mcdonalds.co.jp/
http://www.513bakery.jp/shop/
http://www.513bakery.jp/shop/
https://store.cb-asahi.co.jp/area/24
https://store.cb-asahi.co.jp/area/24


利用方法

対象者
運転経歴証明書取得者、または申請の取消通知書取得者本人

新車電動カート購入の方に、クオカード５，０００円分をプレゼント

サービス

運転経歴証明書取得者及びご家族 フランスベッド株式会社

（三重県内にお住まいの方）

株式会社　ダイイチ

サポート事業所 概　　　　　　　要 お問い合わせ先

三重営業所

（三重県内にお住まいの方） ０１２０－７１１－５０１

・ご商談時に、運転経歴証明書をご提示ください。

金融関係

サポート事業所 概　　　　　　　要 お問い合わせ先

北伊勢上野信用金庫

対象者
・運転経歴証明書または申請による取消通知書取得の方のご家族 北伊勢上野信用金庫

・営業エリアに在住、または勤労従事の方が対象となります。 　営業推進部

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

利用店舗

利用方法

サービス
・カーライフプランの金利引下げ ０５９－３５４－９９８３

（融資利率を「年０．３％」引下げ）

・申込時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書を提示ください。

本店営業部、富田支店、高花平支店、中部支店、阿倉川支店、川原町支店、日永支店、塩

浜支店、あがた支店、松本支店、菰野支店、鈴鹿支店、加佐登支店、箕田支店、白子支

店、住吉支店、亀山支店、上野営業部、上野営業部西出張所、山田支店、青山支店、緑が

丘支店、緑が丘支店ゆめが丘出張所、城北支店、佐那具支店、阿山町支店、柘植支店、み

なみ支店、名張支店、西原支店

不動産関係

サポート事業所 概　　　　　　　要 お問い合わせ先

株式会社ホンダカーズ三重

（三重県内にお住まいの方。ただし、年齢は問いません。）

株式会社ホンダカーズ三重

0598-52-4166
サービス

次世代型電動車椅子 ＷＨＩＬＬ（ウィル）ご購入の方にボディカバーをプレゼント。な

お、手放すお車をホンダカーズ三重で買い取りの場合、買取代金をＷＨＩＬＬ購入代に充

てることが出来ます。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

・ご商談時に、運転経歴証明書をご提示ください。
利用方法

対象者
運転経歴証明書取得者

セキスイハイム中部

対象者
・運転経歴証明書取得者(年齢は問いません。施工エリアは三重県、愛知県、岐阜県)

・ご本人のご家族（３親等まで）も、サービスを適用させていただきます。

セキスイハイム中部株式会社

三重支店

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

利用店舗

サービス

・注文住宅は、建物本体価格（材料費＋工事費）より３％割引

・賃貸住宅は、建物本体価格（材料費＋工事費）より２％割引

・他キャンペーンと併用不可、土地付分譲住宅は適用外、消費税は含まれない

・申込時に運転免許返納者本人の同席が必要です。

桑名店、四日市北店、四日市南店、鈴鹿店、イオンモール鈴鹿店、津ハイム店、津ハイム

ギャラリー店、伊勢明和店、名張店、セキスイハイムミュージアム三重

http://hondacars-mie.com

０５９－３５７－１５１１

利用店舗

伊勢神社口店、伊勢西インター店、伊勢小俣店、尾鷲店、U-Selectこもの、鈴鹿神戸店、

鈴鹿三日市店、鈴鹿庄野店、U-Select鈴鹿インター、第三事業部（レンタカー事業課）、

U-Select多気クリスタルタウン、玉城店、津栗真店、津中勢バイパス店、津高茶屋店、U-

Select津みなみ、津芸濃インター店、名張八幡店、名張鴻之台店、名張桔梗が丘店、松阪

山室店、松阪大塚店、松阪三雲店

株式会社　ダイイチ

利用店舗

介護用品・福祉用具

　　059-266-0104

https://rehatech.france

bed.co.jp/

サービス

利用方法

株式会社スズキ自販三重

対象者 ご本人 株式会社スズキ自販三重

サービス 電動車いす（セニアカー）購入の方にステッキホルダーセットをサービス 059-346-1221

利用方法 ・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

http://www.suzuki.co.jp/de
aler/suzuki-mie/利用店舗

スズキアリーナ日永中央 本社ショールーム/U’s STATION四日市、スズキアリーナ桑名、

スズキアリーナ富田、スズキアリーナ三泗、いなべ営業所、スズキアリーナ神戸中央、ス

ズキアリーナ上野城北、スズキアリーナ三重大前、スズキアリーナ津、スズキアリーナ松

阪中央、スズキアリーナ五十鈴川、スズキアリーナ尾鷲

三重営業所

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。
利用方法

電動車いす・電動アシスト三輪自転車に四大特典をサービス。

①ご自宅への無料出張試乗サービス（店舗までお越しいただく必要ございません。）

②ご成約時の納車費用・配送料ともに無料

③納車時に個別運転講習20分を無料実施

④ご成約時に専用カバー（6,800円相当）進呈

・ご商談時に、本サービスのシステムをご説明します。

・商談成立後、運転経歴証明書か申請の取消通知書を確認しクオカードをお渡しします。

フランスベッド株式会社

対象者

http://www.suzuki.co.jp/dealer/suzuki-mie/
http://www.suzuki.co.jp/dealer/suzuki-mie/
http://www.suzuki.co.jp/dealer/suzuki-mie/


サービス ・マイカーローンの金利引下げ（通常金利から「年0.1％」引下げ）

利用方法

・契約時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書を提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

利用店舗 全営業店

JAみえきた

JA鈴鹿

JA津安芸

JAみえなか

JA多気郡

JA伊勢

JAいがふるさと

対象者

・運転経歴証明書または申請による取消通知書取得の方とそのご家族

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

・出張費を５０パーセント割引（伊賀市、名張市の方に限る）

JAみえきた

四日市ローンセンター

0120-60-8863

桑員ローンセンター

0120-154-987

JA鈴鹿

ローンセンター

059-384-1115

JA津安芸

ローンセンター

059-229-3503

JAみえなか

ローンセンター久居

059-254-5750

ローンセンター松阪

0598-59-0014

JA多気郡

金融共済部

0596-52-0122

JA伊勢

ローンセンター

0596-22-3446

JAいがふるさと

ローンセンター

0595-26-1001

・三重県内に在住の方、または勤務されている方が対象となります。

株式会社　三十三銀行

　ローンセンター

0120－0909－44

利用方法

対象者 運転経歴証明書取得者、または申請による取消通知書取得者（年齢は問いません）

・施術前に、運転経歴証明書または申請による取消通知書をご提示ください。

仏壇仏具販売

サポート事業所 概　　　　　　　要

サポート事業所 概　　　　　　　要

株式会社　仏庄総本店

対象者 運転経歴証明書取得者と、その親族まで（県内外を問いません。）

サービス
仏壇・仏具を購入時に、１０％の割引

　※他の特典との併用不可、一部除外品あり

必要な物

神戸本店、白子店

共鳴法整体の紫鯨亭

紫鯨亭

サービス
・初回料（１，０００円）無料 ０９０－３２８９－２６７２

株式会社　百五銀行

対象者
・運転経歴証明書または申請による取消通知書取得の方とそのご家族

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて各店舗に直接お問い合わせください。
利用方法

利用店舗

・契約時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書をご提示ください。

東京営業部・大阪営業部・イーポケット支店など、マイカーローンの取扱がない店舗を除

く全営業店

株式会社　三十三銀行

対象者
・運転経歴証明書または申請による取消通知書取得の方のご家族

利用店舗 全営業店

利用方法
・契約時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書を提示ください。

・営業区域内に居住または勤務されている方が対象となります。

サービス ・マイカーローンの金利引下げ（通常金利から「年0.3％」引下げ）

利用店舗

株式会社　百五銀行

・営業エリアに在住の方が対象となります。 　ローン統括部

サービス
・マイカーローンの金利引下げ（通常金利から「年０．３％」引下げ） 0120－547－105

・ただし、他の金利引下げキャンペーンとの重複引下げは行いません。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

株式会社　仏庄総本店

０５９－３８２－０４７２

運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書を提示

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて各店舗に直接お問い合わせください。

その他サービス割引等



・来店時に運転経歴証明書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

三重平安閣

対象者
・運転経歴証明書取得者、または申請のよる取消通知書取得者(年齢、住所地を問いません)

・来店時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書をご提示ください。

メガネスーパーコンタクト

　イオンモール桑名

ハートアップブライトガーデン

明和店

0596－55－5530

ハートアップビジョンスクエア

・住所地や年齢の制限はありません。 鈴鹿店

・メガネ：メガネ全品一式２０％ＯＦＦ　・コンタクト：全品１０％ＯＦＦ 0593－75－2221

※他割引との併用は不可

株式会社　三重平安閣

０５９－３５１－３３９０

メガネスーパー

眼鏡市場

対象者
・運転経歴証明書取得者の方

ハートアップブライト

ガーデン明和店

対象者
・運転経歴証明書取得者の方と購入時の同行者

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。
利用方法

利用店舗

・住所地や年齢の制限はありません。

サービス
・メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引。

※備品は除く、他割引との併用不可

・来店時に運転経歴証明書をご提示ください。

久居インターガーデン店、津北店、イオンモール四日市北店、四日市十七軒店、四日市松

本街道店、四日市日永店、伊勢店、松阪店、桑名安永店、三井アウトレットパークジャズ

ドリーム長島店、白子店、鈴鹿中央通り店、名張店、亀山店、イオン阿児店、伊賀上野

店、イオンモール明和店

・住所地や年齢の制限はありません。

サービス
・メガネ：メガネ全品一式２０％ＯＦＦ　・コンタクト：全品１０％ＯＦＦ

※他割引との併用は不可

利用方法

・ご本人のご家族（２親等まで）も、サービスを適用させていただきます。

サービス
・ブライダル会場での各種記念写真撮影料金を２０％割引

・斎奉閣見学会来館時に、粗品を進呈

・来場時に運転経歴証明書、または申請による取消通知書をご提示ください。

ラ セーヌ マリアージュ四日市、コンフェット 鈴鹿平安閣、アニエス・ガーデン名張、い

なべ斎奉閣、東員斎奉閣、桑名斎奉閣、富田斎奉閣、阿倉川斎奉閣、四日市中央斎奉閣、

生桑斎奉閣、笹川斎奉閣、菰野斎奉閣、鈴鹿中央斎奉閣、白子斎奉閣、亀山斎奉閣、河芸

斎奉閣、津北斎奉閣、津斎奉閣、久居斎奉閣、名張斎奉閣、伊賀斎奉閣、和ごころ長島、

和ごころ末広、和ごころ津、和ごころ壬生野

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接お問い合わせください。

利用店舗

・年齢の制限はありませんが、県内の方のみとします。

クラシアン

対象者
・運転経歴証明書取得者、または申請のよる取消通知書取得者及びその同居家族の方

サービス
・水道修理、トイレの詰まり除去などの作業料金　10％OFF

・まず作業料金のお見積りをさせていただいたうえでご判断いただきます。

ハートアップビジョンス

クエア鈴鹿店

対象者
・運転経歴証明書取得者の方と購入時の同行者

利用方法
・来店時に運転経歴証明書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

サービス

出張訪問受付ダイヤル

サービス
0120－755－890

利用方法
・出張訪問予約時、運転経歴証明書または申請による取消通知書がある旨お伝え下さい。

株式会社　クラシアン

・住所地や年齢の制限はありません。

0120－583－587

対象者
・運転経歴証明書または申請による取消通知書取得の方とその同居のご家族

・ご自宅など指定の場所に伺う「メガネ・補聴器の出張訪問サービス」のメガネ購入額を

10％割引（出張のご依頼は電話・ホームページから）

・ご利用方法やご不明な点は、右記、出張訪問受付ダイヤルに問い合わせください。

https://www.meganesuper.
co.jp/glasses/service/visit
servis/

https://www.meganeichiba.j
p/shopinfo/mie/

利用方法

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。
利用方法

眼鏡市場　三重県各店舗

スギ薬局

対象者
・運転経歴証明書取得者の方

・住所地や年齢の制限はありません。 スギ薬局　三重県内各店舗

サービス ・割引除外品を除く１品５％OFF

https://www.sugi-
net.jp/tenpo/

利用方法
・代金支払い時に、運転経歴証明書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

利用店舗 スギ薬局三重県内全店が対象

https://www.meganesuper.co.jp/glasses/service/visitservis/
https://www.meganesuper.co.jp/glasses/service/visitservis/
https://www.meganesuper.co.jp/glasses/service/visitservis/
https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/mie/
https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/mie/
https://www.sugi-net.jp/tenpo/
https://www.sugi-net.jp/tenpo/


株式会社チヨダ

対象者
・運転経歴証明書取得者と、同伴のご家族 シュープラザ

・年齢の制限はありませんが、三重県内にお住まいの方に限ります。 東京靴流通センター

サービス ・指定ブランド定価商品レジにて10%OFF （※指定ブランド：Bio・fitter） 三重県内各店舗

利用方法
・代金支払い時に、運転経歴証明書をご提示ください。

https://www.chiyodagrp.co.
jp/map/shop_list.php?m=pr
e&scpre=%E4%B8%89%E9%8
7%8D

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

利用店舗

【シュープラザ】

マックスバリュー四日市生桑店、久居インターガーデン店、松阪店、伊勢店、マックスバ

リュ名張店

【東京靴流通センター】

カインズホーム桑名店、プラザ21鵜方店、熊野店

洋服の青山

対象者

サービス

・店内全商品5%OFF。

https://www.y-
aoyama.jp/shop/?pref=24

※ＡＯＹＡＭＡカード会員様は、上記サービスと合わせて10％OFFとなります。

※その他クーポン券およびセットセールとの併用が可能です。

利用方法
・運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

利用店舗
四日市店、津セノパーク店、伊勢店、名張店、伊賀上野店、四日市生桑店、鈴鹿店、桑名

サンシパーク店、久居インターガーデン店、伊勢インター店、松阪店

・運転経歴証明書取得者と、そのご家族 洋服の青山

・年齢の制限はありませんが、三重県内にお住まいの方に限ります。 三重県内各店舗

AOKI

対象者
・運転経歴証明書取得者の方 AOKI・サイズマックス

・年齢の制限はありませんが、三重県内にお住まいの方に限ります。 三重県内各店舗

サービス

・商品総額より５％OFF

https://www.aoki-
style.com/shop/storeList?s
1=2&s20=%E4%B8%89%E9%8

7%8D%E7%9C%8C

※他のクーポン券、セットセールとの併用も可能です。

※ただし、他の総額割引との併用はご容赦願います。

※補正代・宅配代は対象外となります。

利用方法
・代金支払い時に、運転経歴証明書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

利用店舗

AOKI伊勢店、AOKI桑名店、サイズマックス松阪店、サイズマックス四日市店、AOKI鈴鹿

白子店、AOKI鈴鹿中央通店、AOKI津南店、AOKI名張店、AOKI松阪大黒田店、AOKI松阪

塚本店、AOKI四日市生桑店、AOKI四日市日永店

はるやま

対象者
・運転経歴証明書取得者と、そのご家族 はるやま

・住所地や年齢の制限はありません。 三重県内各店舗

サービス

・お買い上げ合計から１０％OFF

※提携クレジットカードの割引特典・重複する提携割引など、一部併用できない割引・

セールがございます。

※ネーム代・補正代・送料は対象外となります。
https://haruyama.jp/cojp/s
hop_info/list?shop_pref=24

利用方法
・運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書をご提示ください。

・ご利用方法やご不明な点は、お電話にて直接店舗に問い合わせください。

利用店舗 三重県内のはるやま各店

https://www.chiyodagrp.co.jp/map/shop_list.php?m=pre&scpre=%E4%B8%89%E9%87%8D
https://www.chiyodagrp.co.jp/map/shop_list.php?m=pre&scpre=%E4%B8%89%E9%87%8D
https://www.chiyodagrp.co.jp/map/shop_list.php?m=pre&scpre=%E4%B8%89%E9%87%8D
https://www.chiyodagrp.co.jp/map/shop_list.php?m=pre&scpre=%E4%B8%89%E9%87%8D
https://www.y-aoyama.jp/shop/?pref=24
https://www.y-aoyama.jp/shop/?pref=24
https://www.aoki-style.com/shop/storeList?s1=2&s20=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
https://www.aoki-style.com/shop/storeList?s1=2&s20=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
https://www.aoki-style.com/shop/storeList?s1=2&s20=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
https://www.aoki-style.com/shop/storeList?s1=2&s20=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
https://haruyama.jp/cojp/shop_info/list?shop_pref=24
https://haruyama.jp/cojp/shop_info/list?shop_pref=24

